
経済学部国際経済学科　科目ナンバリング（2019年度～2022年度入学生用）

総合教育科目

大区分 中区分 日本語分野名

スポーツ科学
B-A-HSS-1-L-01 学際・複合領域 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学 Health Sports  Science

スポーツ科学実習
B-A-HSS-1-P-01 学際・複合領域 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学 Health Sports  Science

平和学
B-A-PEA-1-L-01 学際・複合領域 平和学 平和学 Peace Studies

日本事情１
B-A-ARS-1-L-01 総合人文社会 地域研究 地域研究 Area Studies

日本事情２
B-A-ARS-1-L-02 総合人文社会 地域研究 地域研究 Area Studies

日本の社会と文化１
B-A-ARS-1-L-03 総合人文社会 地域研究 地域研究 Area Studies

日本の社会と文化２
B-A-ARS-1-L-04 総合人文社会 地域研究 地域研究 Area Studies

哲学
B-A-PHI-1-L-01 人文学 哲学 哲学 Philosophy

倫理学
B-A-PHI-1-L-02 人文学 哲学 哲学 Philosophy

文学
B-A-LIT-1-L-01 人文学 文学 文学 Literature

英語（Listening & Speaking）１
B-A-LAN-1-E-01 人文学 言語 言語 Languages

英語（Listening & Speaking）２
B-A-LAN-1-E-02 人文学 言語 言語 Languages

英語（Reading & Writing）１
B-A-LAN-1-E-03 人文学 言語 言語 Languages

英語（Reading & Writing）２
B-A-LAN-1-E-04 人文学 言語 言語 Languages

初修外国語入門１
B-A-LAN-1-E-05 人文学 言語 言語 Languages

初修外国語入門２
B-A-LAN-1-E-06 人文学 言語 言語 Languages

日本語作文１
B-A-LAN-1-E-07 人文学 言語 言語 Languages

日本語作文２
B-A-LAN-1-E-08 人文学 言語 言語 Languages

日本語読解１
B-A-LAN-1-E-09 人文学 言語 言語 Languages

日本語読解２
B-A-LAN-1-E-10 人文学 言語 言語 Languages

上級日本語作文１
B-A-LAN-2-E-01 人文学 言語 言語 Languages

上級日本語作文２
B-A-LAN-2-E-02 人文学 言語 言語 Languages

上級日本語読解１
B-A-LAN-2-E-03 人文学 言語 言語 Languages

上級日本語読解２
B-A-LAN-2-E-04 人文学 言語 言語 Languages

初修外国語初級１
B-A-LAN-2-E-05 人文学 言語 言語 Languages

初修外国語初級２
B-A-LAN-2-E-06 人文学 言語 言語 Languages

TOEIC上級（Listening）１
B-A-LAN-2-E-07 人文学 言語 言語 Languages

TOEIC上級（Listening）２
B-A-LAN-2-E-08 人文学 言語 言語 Languages

TOEIC上級（Reading）１
B-A-LAN-2-E-09 人文学 言語 言語 Languages

TOEIC上級（Reading）２
B-A-LAN-2-E-10 人文学 言語 言語 Languages

英語海外研修
B-A-LAN-2-O-01 人文学 言語 言語 Languages

初修外国語海外研修
B-A-LAN-2-O-02 人文学 言語 言語 Languages

英語総合（上級）１
B-A-LAN-3-E-01 人文学 言語 言語 Languages

英語総合（上級）２
B-A-LAN-3-E-02 人文学 言語 言語 Languages

初修外国語総合１
B-A-LAN-3-E-03 人文学 言語 言語 Languages

初修外国語総合２
B-A-LAN-3-E-04 人文学 言語 言語 Languages

地理学
B-A-GEO-1-L-01 人文学 地理学 地理学 Geography

英語分野名科目ナンバー科目名
学問区分



経済学部国際経済学科　科目ナンバリング（2019年度～2022年度入学生用）

大区分 中区分 日本語分野名

日本国憲法
B-A-LAW-1-L-01 社会科学 法学 法学 Law

現代の政治
B-A-POS-1-L-01 社会科学 政治学 政治学 Political Science

時事問題
B-A-SOC-1-L-01 社会科学 社会学 社会学 Sociology

心理学
B-A-PSY-1-L-01 社会科学 心理学 心理学 Psychology

生涯学習論
B-A-EDU-2-L-01 社会科学 教育学 教育学 Education

人権教育
B-A-EDU-2-L-02 社会科学 教育学 教育学 Education

文系のための数学
B-A-MAT-1-L-01 数物系科学 数学 数学 Mathematics

文系のための統計学
B-A-MAT-1-L-02 数物系科学 数学 数学 Mathematics

自然科学総合
B-A-SCI-1-L-01 理学 理学 理学 Science

科目名 科目ナンバー
学問区分

英語分野名



経済学部国際経済学科　科目ナンバリング（2019年度～2022年度入学生用）

専門教育科目

大区分 中区分 日本語分野名

実践ビジネスコンピューティング１
B-E-MAD-1-E-01 情報学 計算基盤

マルチメデイア・
データベース

Multimedia and Database

実践ビジネスコンピューティング２
B-E-MAD-1-E-02 情報学 計算基盤

マルチメデイア・
データベース

Multimedia and Database

ビジネス・コンピューティング基礎１
B-E-MAD-1-E-03 情報学 計算基盤

マルチメデイア・
データベース

Multimedia and Database

ビジネス・コンピューティング基礎２
B-E-MAD-1-E-04 情報学 計算基盤

マルチメデイア・
データベース

Multimedia and Database

プログラミング基礎１
B-E-PRG-2-E-01 情報学 計算基盤 プログラミング Programing

プログラミング基礎２
B-E-PRG-2-E-02 情報学 計算基盤 プログラミング Programing

実践プログラミング１
B-E-PRG-3-E-01 情報学 計算基盤 プログラミング Programing

実践プログラミング２
B-E-PRG-3-E-02 情報学 計算基盤 プログラミング Programing

環境経済論
B-E-EPS-3-L-01 環境学 環境創成学

環境政策・環境社会
システム

Environmental Policy and
Social Systems

観光学入門
B-E-TRM-1-L-01 総合人文社会 観光学 観光学 Tourism

観光経済実務演習
B-E-TRM-2-E-01 総合人文社会 観光学 観光学 Tourism

観光人材論
B-E-TRM-2-L-01 総合人文社会 観光学 観光学 Tourism

観光政策論
B-E-TRM-2-L-02 総合人文社会 観光学 観光学 Tourism

観光ビジネス論
B-E-TRM-2-L-03 総合人文社会 観光学 観光学 Tourism

エアライン・ビジネス論
B-E-TRM-3-L-01 総合人文社会 観光学 観光学 Tourism

観光論
B-E-TRM-3-L-02 総合人文社会 観光学 観光学 Tourism

トラベル・ビジネス論
B-E-TRM-3-L-03 総合人文社会 観光学 観光学 Tourism

ホテル・ビジネス論
B-E-TRM-3-L-04 総合人文社会 観光学 観光学 Tourism

倫理学概論
B-E-ETH-3-L-01 人文学 哲学 倫理学 Ethics

人文科学概論
B-E-LIT-2-L-01 人文学 文学 文学 Literature

文章読解基礎
B-E-LIT-2-L-02 人文学 文学 文学 Literature

日本語文章実践演習
B-E-LIT-3-E-01 人文学 文学 文学 Literature

文章理解応用
B-E-LIT-3-L-01 人文学 文学 文学 Literature

経済英語演習
B-E-ENG-2-E-01 人文学 外国語 英語 English

経済中国語演習
B-E-CHI-2-E-01 人文学 外国語 中国語 Chinese

観光ビジネス英語１
B-E-BEN-2-E-01 人文学 外国語 ビジネス英語 Business English

観光ビジネス英語２
B-E-BEN-2-E-02 人文学 外国語 ビジネス英語 Business English

ビジネス英語演習
B-E-BEN-2-E-03 人文学 外国語 ビジネス英語 Business English

観光ビジネス中国語１
B-E-BFL-2-E-01 人文学 外国語 ビジネス外国語 Business Foreign Language

観光ビジネス中国語２
B-E-BFL-2-E-02 人文学 外国語 ビジネス外国語 Business Foreign Language

ビジネス中国語演習
B-E-BFL-2-E-03 人文学 外国語 ビジネス外国語 Business Foreign Language

英書講読
B-E-RFM-2-L-01 人文学 外国語 外国書講読 Reading Foreign Materials

ビジネス日本語１
B-E-JPN-1-E-01 人文学 日本語 日本語 Japanese

ビジネス日本語２
B-E-JPN-2-E-01 人文学 日本語 日本語 Japanese

ビジネス日本語演習
B-E-JPN-3-E-01 人文学 日本語 日本語 Japanese

日本史概論
B-E-JHI-2-L-01 人文学 史学 日本史 Japanese History

外国史概論
B-E-FHI-1-L-01 人文学 史学 外国史 Foreign History

英語分野名科目名 科目ナンバー
学問区分



経済学部国際経済学科　科目ナンバリング（2019年度～2022年度入学生用）

大区分 中区分 日本語分野名

東洋史概論
B-E-FHI-3-L-01 人文学 史学 外国史 Foreign History

自然地理学概論
B-E-GEO-3-L-01 人文学 地理学 地理学 Geography

地誌学
B-E-GEO-3-L-02 人文学 地理学 地理学 Geography

地理学概論
B-E-GEO-3-L-03 人文学 地理学 地理学 Geography

社会科学概論
B-E-SSC-2-L-01 社会科学 社会科学 社会科学 Social Sciences

社会科学特論
B-E-SSC-3-L-01 社会科学 社会科学 社会科学 Social Sciences

法学概論
B-E-LAW-3-L-01 社会科学 法学 法学 Law

国際法
B-E-INL-3-L-01 社会科学 法学 国際法学 International Law

国際人権論
B-E-INL-3-L-02 社会科学 法学 国際法学 International Law

商法
B-E-PRL-2-L-01 社会科学 法学 民事法学 Private Law

民法
B-E-PRL-2-L-02 社会科学 法学 民事法学 Private Law

行政法
B-E-PUL-2-L-01 社会科学 法学 公法学 Public Law

公務研究
B-E-PUL-3-L-01 社会科学 法学 公法学 Public Law

経済法
B-E-SOL-2-L-01 社会科学 法学 社会法学 Social Law

労働法
B-E-SOL-2-L-02 社会科学 法学 社会法学 Social Law

国際関係論
B-E-INR-3-L-01 社会科学 政治学 国際関係 International Relations

国際協力論
B-E-INR-3-L-02 社会科学 政治学 国際関係 International Relations

社会経済学１
B-E-THE-1-L-01 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

マクロ経済学入門
B-E-THE-1-L-02 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

ミクロ経済学入門
B-E-THE-1-L-03 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

社会経済学２
B-E-THE-2-L-01 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

マクロ経済学
B-E-THE-2-L-02 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

マルクス経済学
B-E-THE-2-L-03 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

ミクロ経済学
B-E-THE-2-L-04 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

企業経済論
B-E-THE-3-L-01 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

産業構造論
B-E-THE-3-L-02 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

マクロ経済学特殊講義
B-E-THE-3-L-03 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

ミクロ経済学特殊講義
B-E-THE-3-L-04 社会科学 経済学 理論経済学 Theoretical Economics

経済学史
B-E-ECT-1-L-01 社会科学 経済学 経済学説・経済思想 Economic Thought

社会思想史
B-E-ECT-1-L-02 社会科学 経済学 経済学説・経済思想 Economic Thought

近代経済学史
B-E-ECT-3-L-01 社会科学 経済学 経済学説・経済思想 Economic Thought

経済統計
B-E-EST-2-L-01 社会科学 経済学 経済統計 Economic Statistics

計量経済学
B-E-EST-3-L-01 社会科学 経済学 経済統計 Economic Statistics

アジア経済論
B-E-EPO-1-L-01 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

経済政策
B-E-EPO-1-L-02 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

経済地理
B-E-EPO-1-L-03 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

科目名 科目ナンバー
学問区分

英語分野名



経済学部国際経済学科　科目ナンバリング（2019年度～2022年度入学生用）

大区分 中区分 日本語分野名

国際経済学
B-E-EPO-1-L-04 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

日本経済論１
B-E-EPO-1-L-05 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

世界経済論
B-E-EPO-2-L-01 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

地域経済論
B-E-EPO-2-L-02 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

日本経済論２
B-E-EPO-2-L-03 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

アメリカ経済論
B-E-EPO-3-L-01 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

開発経済論
B-E-EPO-3-L-02 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

交通経済論
B-E-EPO-3-L-03 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

中国経済論
B-E-EPO-3-L-04 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

東南アジア経済論
B-E-EPO-3-L-05 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

東アジア経済論
B-E-EPO-3-L-06 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

貿易論
B-E-EPO-3-L-07 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

ヨーロッパ経済論
B-E-EPO-3-L-08 社会科学 経済学 経済政策 Economic Policy

財政学１
B-E-PFP-1-L-01 社会科学 経済学 財政・公共経済

Public Finance ・　Public
Economics

財政学２
B-E-PFP-2-L-01 社会科学 経済学 財政・公共経済

Public Finance ・　Public
Economics

社会保障論
B-E-PFP-2-L-02 社会科学 経済学 財政・公共経済

Public Finance ・　Public
Economics

公共経済論
B-E-PFP-3-L-01 社会科学 経済学 財政・公共経済

Public Finance ・　Public
Economics

財政学３
B-E-PFP-3-L-02 社会科学 経済学 財政・公共経済

Public Finance ・　Public
Economics

租税論
B-E-PFP-3-L-03 社会科学 経済学 財政・公共経済

Public Finance ・　Public
Economics

地方財政論
B-E-PFP-3-L-04 社会科学 経済学 財政・公共経済

Public Finance ・　Public
Economics

労働経済論
B-E-PFP-3-L-05 社会科学 経済学 財政・公共経済

Public Finance ・　Public
Economics

金融論１
B-E-MEF-1-L-01 社会科学 経済学 金融・ファイナンス

Monetary Economics ・
Finance

金融市場論
B-E-MEF-2-L-01 社会科学 経済学 金融・ファイナンス

Monetary Economics ・
Finance

金融論２
B-E-MEF-2-L-02 社会科学 経済学 金融・ファイナンス

Monetary Economics ・
Finance

ファイナンス論１
B-E-MEF-2-L-03 社会科学 経済学 金融・ファイナンス

Monetary Economics ・
Finance

国際金融論
B-E-MEF-3-L-01 社会科学 経済学 金融・ファイナンス

Monetary Economics ・
Finance

生活経済論
B-E-MEF-3-L-02 社会科学 経済学 金融・ファイナンス

Monetary Economics ・
Finance

ファイナンス論２
B-E-MEF-3-L-03 社会科学 経済学 金融・ファイナンス

Monetary Economics ・
Finance

経済史
B-E-EHI-1-L-01 社会科学 経済学 経済史 Economic History

社会史
B-E-EHI-1-L-02 社会科学 経済学 経済史 Economic History

西洋経済史
B-E-EHI-2-L-01 社会科学 経済学 経済史 Economic History

日本経済史
B-E-EHI-2-L-02 社会科学 経済学 経済史 Economic History

日本経営史
B-E-EHI-3-L-01 社会科学 経済学 経済史 Economic History

ビジネスマナー
B-E-BUA-1-L-01 社会科学 経営学 経営学 Business Administration

ビジネス実務
B-E-BUA-2-L-01 社会科学 経営学 経営学 Business Administration

起業家論
B-E-BUA-3-L-01 社会科学 経営学 経営学 Business Administration

中小企業論
B-E-BUA-3-L-02 社会科学 経営学 経営学 Business Administration

科目名 科目ナンバー
学問区分

英語分野名



経済学部国際経済学科　科目ナンバリング（2019年度～2021年度入学生用）

大区分 中区分 日本語分野名

マーケティング論
B-E-CME-2-L-01 社会科学 経営学 商学 Commerce

簿記・会計
B-E-ACC-2-L-01 社会科学 経営学 会計学 Accounting

異文化コミュニケーション論
B-E-SOC-2-L-01 社会科学 社会学 社会学 Sociology

ジェンダー論
B-E-SOC-2-L-02 社会科学 社会学 社会学 Sociology

カルチュラル・スタディーズ
B-E-SOC-3-L-01 社会科学 社会学 社会学 Sociology

比較社会論
B-E-SOC-3-L-02 社会科学 社会学 社会学 Sociology

社会政策
B-E-SOW-1-L-01 社会科学 社会学 社会福祉学 Social Welfare

社会福祉論
B-E-SOW-3-L-01 社会科学 社会学 社会福祉学 Social Welfare

数学・読解の基礎
B-E-MAT-1-L-01 数物系科学 数学 数学 Mathematics

数学の基礎講座
B-E-MAT-1-L-02 数物系科学 数学 数学 Mathematics

数学的思考力１
B-E-MAT-2-L-01 数物系科学 数学 数学 Mathematics

数学的思考力２
B-E-MAT-2-L-02 数物系科学 数学 数学 Mathematics

論理的思考力
B-E-MAT-2-L-03 数物系科学 数学 数学 Mathematics

論理・数学演習
B-E-MAT-3-E-01 数物系科学 数学 数学 Mathematics

自然科学概論
B-E-MAT-3-L-01 数物系科学 数学 数学 Mathematics

海外研修１
B-E-FLS-2-O-01 その他 フィールドスタディ フィールドスタディ Field Study

海外研修２
B-E-FLS-2-O-02 その他 フィールドスタディ フィールドスタディ Field Study

フィールドスタディ１
B-E-FLS-2-P-01 その他 フィールドスタディ フィールドスタディ Field Study

フィールドスタディ２
B-E-FLS-2-P-02 その他 フィールドスタディ フィールドスタディ Field Study

上級アカデミック・スキルズ１
B-E-SPL-2-L-01 その他 特別講義/特殊講義 特別講義/特殊講義 Special Lecture

上級アカデミック・スキルズ２
B-E-SPL-2-L-02 その他 特別講義/特殊講義 特別講義/特殊講義 Special Lecture

国際経済学特殊講義１
B-E-SPL-3-L-01 その他 特別講義/特殊講義 特別講義/特殊講義 Special Lecture

国際経済学特殊講義２
B-E-SPL-3-L-02 その他 特別講義/特殊講義 特別講義/特殊講義 Special Lecture

基礎演習１
B-E-SEM-1-E-01 その他 ゼミナール ゼミナール Seminar

基礎演習２
B-E-SEM-2-E-01 その他 ゼミナール ゼミナール Seminar

演習１
B-E-SEM-3-E-01 その他 ゼミナール ゼミナール Seminar

演習２
B-E-SEM-3-E-02 その他 ゼミナール ゼミナール Seminar

演習３
B-E-SEM-4-E-01 その他 ゼミナール ゼミナール Seminar

演習４
B-E-SEM-4-E-02 その他 ゼミナール ゼミナール Seminar

キャリア講座１
B-E-CAR-1-E-01 その他 キャリア キャリア Carrier

キャリア講座２
B-E-CAR-2-E-01 その他 キャリア キャリア Carrier

キャリア講座３
B-E-CAR-3-E-01 その他 キャリア キャリア Carrier

科目名 科目ナンバー
学問区分

英語分野名




